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第 2178 回　2020 年 12 月 17 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
ロータリー会員はコロナ禍でも疾病の予防と治療に
取り組んでいます。コロナウイルスの流行が始まっ
て以来、命を守る情報を伝えたり、個人防護具の寄
贈など、さまざまな活動を行ってきました。疾病予
防と治療月間である今月、次のような活動に取り組
むことができます：
1. 既存のプロジェクトを発展させる、または疾病の
予防や治療のために地域社会のニーズを把握する。
まずは、地域調査の方法に目を通し、地域社会調査
実施のオンラインコースをご利用ください。
2. ロータリー行動グループと協力する。行動グルー
プのメンバーは、特定の奉仕分野に関する専門知識
や関心を持っており、クラブが人道的プロジェクト
を立案するのをサポートできます。疾病予防と治療
に焦点を当てた 13 のロータリー行動グループがあ
ります。
奉仕やプロジェクトのパートナーとバーチャルでつ
ながろう。
コロナ禍で直接会うことが困難になっている中、
ロータリーの奉仕やプロジェクトパートナーはクリ
エイティブな方法で互いにつながる方法を見出して
います。以下にその例をご紹介します。
アショカ：アショカは、コロナ危機に対して革新的
なアプローチを実践しているアフリカ、アジア、ヨー
ロッパ、ラテンアメリカの社会起業家を支援して
います。アショカが実施している Changemakers 
United は、ビジネスや慈善分野のソーシャルイノ
ベーターやリーダーをつなぐ世界的な取り組みへと

成長しています。アショカは、イノベーターを対象
とした地域別のバーチャルイベントを主催してい
ます。
ハビタット・フォー・ヒューマニティー：住宅支援
の非営利団体であるハビタット・フォー・ヒューマ
ニティは、コロナ禍でもその使命に取り組み、アド
ボカシー、小口融資、地域社会への再投資といった
分野で大きく前進しています。ハビタットの「+You
シリーズ」は、住宅と健康、コロナウイルスの世界
的流行が低所得家庭にもたらす影響、住宅における
人種的不平等といった重要な問題を世界中の専門家
が話し合うストリーミングイベントです。
国境なき調停者団（MBBI）：MBBI は、世界的な
問題には協力、クリエイティブな問題解決、コンセ
ンサスの構築が必要であることの理解を促す活動を
行っています。今こそ人びとが偏見をなくし、互
いにつながりあうために、コミュニケーションを
駆使し、共感を持つことが大切だと訴えています。
MBBI のタウンホール・リソースガイドやその他の
オンラインリソースで、地域社会で何ができるかを
学びましょう。
米国平和部隊：平和部隊で活動したことのあるロー
タリー会員は、平和部隊 60 周年の節目に自らの
経験を伝えることができます。平和部隊の「The 
Through the Decades」シリーズは、平和部隊の
レガシー、ボランティア、これまで活動してきた地
域社会を紹介するものです。平和部隊のボランティ
アや支援者としての体験談や写真を紹介する行事を
開催して、地域のリーダーやほかの人たちを招待し
ましょう。
シェルターボックス：シェルターボックスは、ロー
タリークラブやローターアクトクラブと協力し、世
界中で緊急シェルターを提供する活動を実施してい
ます。これには、フィリピンでの災害や中米でのハ
リケーンなどが含まれます。シェルターボックスは、
地元のパートナーとの協力を継続しつつ、コロナウ
イルス流行に対応するためにその活動範囲を拡大し
ています。

本日の例会案内（1 月 7 日）
卓話
　会員スピーチ「ロータリーと私。
　　ビジネスに生かすクラブライフとは」
　　　　　　　　　　　　　　馬場　伸行君



親睦委員会　中郡副委員長
1 月 14 日新年家族例会オークションの景品を
1 月 7 日までにお願いします。
米山奨学委員会　鈴木副委員長
柳原大輝君から 1 万円いただきました。

ニコニコ BOX 総計 180,000 円

幹事報告　今野幹事
12 月ガバナーレターが届きました。（回覧）

卓話
　『ミス・アースジャパン 2020
　　　　　　　　　　　新潟大会を振り返って』
　　ミス・アースジャパン新潟事務局
　　　　Executive Director　石附　辰也　氏
　　2020 年新潟大会
　　　　　　ファイナリスト　久保　ほのか　氏
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12/17
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（37）名 29名 8名 78.38％

12/3
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

26名 10名 72.22％

第 2179 回　2020 年 12 月 24 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
記録的な世界ポリオデーにロータリー会員が貢献
今年の世界ポリオデーでは、ポリオ根絶への認識を
高め、根絶に向けたロータリー会員の熱意を示す例
年以上の支援活動が行われました。ポリオ根絶活動
や行事への参加だけでなく、ポリオプラスへの寄付
も増加しました。
世界ポリオデーにちなんだ活動や行事が 7,600 件以
上紹介され、この数は昨年の 5,900 件を大きく上
回りました。また、活動が実施された国の数は 146
カ国に及びました。さまざまな認識向上の行事やオ
ンラインでのプレゼンテーションなどが行われ、そ
の多くが素晴らしい講演者を招いたバーチャル行事
であり、大勢の参加者が出席しました。さらに、オ
ンラインで寄せられた寄付は 92 万ドル以上となり、
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団からの 2 倍の上乗せを
含めると、合計で 270 万ドルが集まりました。こ
の額は世界ポリオデーのオンライン寄付では最高額
となります。
新しいソーシャルメディアのキャンペーンを通じ、
会員や支援者がハッシュタグ「#MyEndPolio」を
使って End Polio Now の写真をシェアしました。
現時点で 1000 枚以上の写真がアップロードされ、
シェアされています。ロータリーの世界ポリオデー
オンライン特別プログラムは、約 30 万回再生され
たほか、何千ものクラブがダウンロードし、ポリオ

根絶の重要性を訴えるコミュニケーションに利用し
ました。ポリオ根絶の達成とすべての子どもをポリ
オから守るための今後の課題についてご覧ください。

ビジター紹介　親睦委員会　中郡副委員長
新潟万代 1 名
ビジターへの謝辞　中村会長
委嘱状の伝達
地区 2020-21 年度　
ディスカッションリーダー候補者　大澤　力君
ロータリー財団委員会　谷合委員
草野隆太君、諏佐　渉君からそれぞれ＄100 いただ
きました。
米山奨学委員会　姉崎委員長
青池秀夫君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　小林委員
田中壮一君　今年一年間お世話様でした。来年はみ
つに密会が出来る事を願いまして。
青池秀夫君　中村会長、今野幹事、半年間ご苦労様で
した。来年もよろしくお願いします。又、来る年が皆
様共々良い年であります様祈り上げます。
今野克久君　メリークリスマスからの、一年間お世話
になりました。来年も宜しくお願いします。
姉崎　健君　結婚祝いをいただきまして。
諏佐　渉君　お誕生日お祝いありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 199,000 円

幹事報告　今野幹事
・例会終了後、定例理事会を 4F「白鳥の間」で開催
　いたします。
・次週 12 月 31 日例会は規定適用休会です。
・先の社会奉仕活動、新潟天使園より X’mas カード
　が届いております。

卓話
　『クリスマスイブコンサート
　　　　　at　新潟西ロータリークラブ』
　　　　　　　　　　　   音楽家　佐藤　匠　氏
　  ソプラノ歌手　イ・ヒョンスン（李玹承）　氏
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12/24
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（37）名 31名 6名 83.78％

12/10
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

23名 14名 62.16％


